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KEICO

madame KEICO
新潟県出身、
10月生まれのO型、蠍座。
約10年間のOL生活の後、
2005年渡仏。

"MAZET"（マ ゼ）のプ ラズリン

Gateaux･The･Pain(ｽｲｰﾂ･ﾊﾟﾝ) Achats（買物）

たまに近所の "Le Bonbon au Palais"やBHVなど買っていた"MAZET"（ マゼ）

のプラズリン（プラリーヌ）

今年新たにマレに登場した路面店前を通りかかったので入ってみました。

夫と共に東京とパリの往復生活の中、
グルメ、カルチャー、モードなど Comm
e d'habitude(いつも通りな、私らしく)
な日々を綴る気ままなオシャベリなブロ
グを2010年12月よりスタート。

"Serendipity"な出逢いを大切に、や

らない後悔よりやっちゃったら反省をモッ
トーに美味しいもの＆素敵なもの探し
。
ロックなケイト・モスとシックなオードリー・
ヘップバーンに憧れ「ハイヒール」と「la
petite robe noire」に目が無いパリ好
きmadame。
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な関係
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このお店は、パリから120キロ離れたMontargis（モンタルジー）という街にある

17世紀からある老舗名店

ici
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♡ザ・ローウィークエン
ド♡...

フランス語で「プラリーヌ」は、アーモンドを煎ってカラメルコーティングした砂糖菓子。
シンプルで素朴なお菓子ですが、そのシンプルさゆえに食べ飽きないというか
食べ始めるとなかなか手が止まりません。

（店内には試食用がたっぷり。あれこれ食べ比べ可能↓）
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以前からちょっと気になっていたのは、このお菓子の呼び方が
プラリネ、プラリーヌ、プラズリンなどとお店によって色々なこと
ちょっと調べてみると、

「プラリネは17世紀フランスの貴族・外交官・軍人のプラズリン伯爵の

料理人のクレマン・ラサーニュによって 考案されたもので、
プラズランに因んで

Prasline と名づけられたものが転じて Praline 。

日本で一般的になったプラリネという読みはドイツ語読み、英語はプラーリン、
またはプレイリン、フランス語はプラリーヌ。」
なんだ、みんな同じか・・・
（店内はチョコレートやマカロンも充実↓）

2012
2011
2010

そして1903年にレオン・マゼ（ Leon Mazet）氏がレシピを買い取り、伯爵に敬意を
表して「プラズリン」という名前をつけたのだそう

そのレシピで変わらずに今も受け継がれている伝統の味。
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という訳で、定番のもの（左）と塩キャメル味（右）の 2種類を買いました。

アーモンドをチョコレートコーティングしたチョコレートやプラリーヌの入った
マカロンなどプラリーヌ以外にも美味しいものは色々。

買ったプラリーヌの中には、代表的商品の説明書きも入ってました。

そして店内は明るく広々で商品もとても見やすくなってます
各種詰め合わせなレトロな缶のデザインもカワイイMAZET。

次回はお土産に日本に持って帰ろうと思います
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という訳で帰宅後、実食

やっぱりやめられない、止まらない

おまけのパリ
パリ出発前日、私の胃腸を襲った主犯格はたぶんキノコ。
キノコは怖い

そんな記憶も新しい中、Ｍａｚ
Ｍａｚ ｅｔの近くの店頭で可愛いパリジェンヌ達が
ｅｔ
「セ・ミニョン（かわいい！）」と眺めていたのは、チョコレートキノコ。

胃腸炎の原因かも・・・と思うと一緒に「ホントにミニョンね！」なんてまだ言えない
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毒キノコに見えるね、と言いそうになった。
ところでキノコ好きのフランス人、パリでもキノコにあたる人は多いらしい。
素人が森で採ったキノコが多いらしいけれど

で、そんなキノコはフランスでは薬局に持っていくと食べれるものか否か
調べてくれるのだそう。

キノコの美味しい季節ですが、もうしばらく我慢しようと思う

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜INFO＞

La Maison de la Prasline Mazet

（ ラ・ メゾン ・ ドゥ ・ ラ・ プラズ リ ン ・ マゼ）

37 rue des Archives 75004 Paris
http://www.mazetconfiseur.com/index.php/les-confiseries-mazet.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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PARIS VU PAR HOLLYWOOD ～ハリウッドから見たパリ～
タグ ： MAZET プラリネ
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1. ミストラル

2012年10月03日 05:44

明日はロンドンに移動するという前日、娘から「 MAZETのプラリネ買ってきて～」とメー
ルが…。「それってなに？」と思いながら、時間がないので慌ててプランタンに走る私 ＝
３
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店員さんに、カタコトのフランス語で尋ねて出てきたのが、チョコでコーティングされたアー
モンド…？
「いや、彼女はナッツ類を食べないからこれじゃない！」と言うと、「 MAZETのプラリネと
言ったらこれしかない！」と言い張る店員さん。そうこうしている間に他の店員さん達も
集まってきて、口々に「マダム、大丈夫！ MAZETのプラリネに間違いない」と言うので
、やっと買う事ができました
閉店間際プランタンの中を、必死にプラリネを探していた自分が可笑しくて…時々思い
出しては笑ってしまいます
本当に、一度食べ始めると「やめられない、止まらない！」状態になりますね …不思議
な食感とお味、また食べたくなりました～
日本は、松茸の土瓶蒸しが美味しい季節になりましたよ
キノコが食べられるよう、早く体調が良くなるといいですね。
お大事に！!!

2. リエ

2012年10月03日 10:06

KEICOさんへ、胃腸炎の犯人は「キノコ」だったんですね 薬局で食べれるか？食べ
れないか？？調べてくれるなんて…なんとも便利ですね
プラリネ …こんなに言い方があったとは
しかも今日のブログで意味が判明してスッキリ 帰宅されて「実食」とありましたが、全
部召し上がりますかぁ？チョビチョビ召し上がる感じですかぁ？ちゃんとスイーツも召し上
がるマダム…そのスレンダーボディの維持がなんとも知りたいです
ミポリンをやはりパリの街でお見かけされていたのですね！拠点をパリへ移した理由が「
子育て」の観点で色々と調べて「フランス」がダントツだったそうです。色々なお国事情
がありますね

3. 彩香

2012年10月03日 12:39

こんにちは！
昨日のブログで、Parisのお天気を取りあげてくださり、ありがとうございます(*^^*)おおよ
そ、ウィーンと同じような気温で、大変役にたちました！ありがとうございます☆
KEIKOさんの優しさに感謝です。
キノコー！
私も大好きですが、一度だけあたったことがあります(>_<)辛いですよね。。。KEIKOさ
んが１日も早く完全復活されることを祈るばかりです！

4. amuro

2012年10月03日 16:17

プラリネにもちゃんと歴史があるんですね。勉強になりました。私もカリカリの糖衣と香り
高いアーモンドのコンビが大好きです。
それにしても、チョコキノコ、かなりドクドクしくありません？かわいい、というよりちょっと引
いちゃいました。
キノコといえば、こちらもやっと秋らい空気を感じるようになりました。もう１０月ですもんね
。

5. KEICO

2012年10月03日 21:39
ミストラルさんへ

プランタンを忙しく駆け回るミストラルさんを想像しちゃいました
そしてマゼのプラリネをお土産にリクエストするお嬢さん、さ～すが！
パリ留学されていたんですもんね
チョコレートやマカロンなど色々甘く美味しいお土産があるものの、私もこのプラリネは最
近の一番のお気に入りになりました。
色々種類が豊富なことは今回行ったお店で知ったのですが、あれこれ試食してもやっぱ
り定番が一番美味しかったです
ところで、キノコの王様・松茸食べたいです！
土瓶蒸しを想像したら一気に胃腸は完治した気がします？！（げんきんな胃袋…）

6. KEICO

2012年10月03日 21:43
リエさんへ

薬局でキノコ判定できるとは面白いですよね。
先日お友達の家に集まった際に教えてもらったのですが、ヘーと思いました。
ところで買ってきたプラリネはさすがに一気に二箱全部は食べませんよ～。
食後に小皿に入れてTVを見ながらボリボリと少しずつ。
ただ相方もナッツ好きなので二人で食べると2、3日でなくなります…。
やっぱり食べ過ぎたのか今朝左の頬に吹き出物が

P.S.

子育て経験がないのでよくわからないのですが、パリの子育てはとても伸び伸び＆子供
の自主性みたいなものが育つ環境なのかな～なんて周りを見ていると感じます。
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7. KEICO

2012年10月03日 21:45
彩香さんへ

今日は朝から曇っているパリです。昨日までの青空はどこへ？
街並みが古いグレーの建物のせいか、曇ると一気に寒々とした雰囲気。
更に雨など降ると気温もガクンと下がるし、一雨ごとに冬に近づいてる感じです
そうそう、一昨日TVを見ていたらプラハの街が！
高台から眺めると赤茶色の屋根が広がって、ゆったり流れるモルダウ川。
川にかかった橋も綺麗で、街を歩くと自然とクラシック音楽が聞こえてきそうな？！そん
な美しく落ち着いた雰囲気
そんな美しい景色を舞台に見ていたのは「トリプル X」というハードなアクション映画
ドタバタしてました…。

P.S.

彩香ちゃんも旅先での食事も気をつけてね

8. KEICO

2012年10月03日 21:48

amuroさんへ

17世紀から食べていたのか～と思うと、長い歴史のあるお菓子ですよね
そうそう、パリの街中の屋台？のようなお店で、アーモンドをその場で炒ってカラメルがけ
した出来立てを袋詰めして売っているのですが、寒い時期にホカホカを頬張りながら食
べるとちょっと幸せです
マゼのような高級感とはまた違ったファストフード的プラリネですが。
キノコチョコ、赤とか黄色は食べるのをためらいますね
昨日は青色の猫のチョコを見かけました。
お店の名前がそもそも｢青い猫｣なのですが、置物に見えてやっぱり食べる気になかなか
なれない風貌でした…。
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「耳鳴り は治らない 」は【嘘】
【１日５分】だけ時間をください改善の手順はコレだけでした
m im i-nari.net
サ ラリー マンサ イ ド ビジネ ス
飛ばねぇ豚は ただの豚だ！オレはオレの稼ぎでしか飛ばねえよ。
purety.jp/tannsinnfuninn48
フコイ ダ ンがたっ ぷ り ！！
水素水なのにフコイダンたっぷりビタミンまで入って、最高ですね
！
appeal.sysc.biz/
シ ョッピングなら楽天市場
日本最大級の通販ショップ 品揃えも豊富で簡単検索！
rakuten.co.jp
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